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１. 平成18年 3月期の連結業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)連結経営成績 （百万円未満を切り捨てて表示しております）

　　　 売    上    高 　　　　  営  業  利  益 　　　　経  常  利  益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期 32,180 5.0 3,950 33.6 4,002 33.5

17年 3月期 30,640 10.2 2,958 8.2 2,997 9.1

            当期純利益
１ 株 当 た り

当期純利益

潜在株式調整
後１株当たり当

期純利益

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年 3月期 2,066 86.4 53      05  -       -  9.5 10.7 12.4

17年 3月期 1,109 △ 34.8 27      77  -       -  5.5 8.7 9.8

(注)①持分法投資損益             18年 3月期　   　 　-  百万円      17年 3月期　     　　 -  百万円

    ②期中平均株式数（連結）　   18年 3月期  37,845,990 株　  　　　17年 3月期　　37,875,774 株

    ③会計処理の方法の変更 無

    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

    ⑤18年３月期及び17年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は希薄化しないため、記載しておりません。

(2)連結財政状態 （百万円未満を切り捨てて表示しております）

       　総  資  産         　株  主  資　本        株主資本比率 　１株当たり株主資本
百万円 百万円 ％   円　　銭

18年 3月期 41,236 23,200 56.3 611 77

17年 3月期 33,830 20,290 60.0 534 39

(注)期末発行済株式数（連結）　　18年 3月期    37,827,669 株 　　   17年 3月期    37,861,973 株

(3)連結キャッシュ･フローの状況 （百万円未満を切り捨てて表示しております）

　　　営業活動による 　　　　投資活動による 　　　財務活動による 　現金及び現金同等物

　　　キャッシュ・フロー 　　　　キャッシュ・フロー 　　　キャッシュ・フロー 　　期　末　残　高
百万円 百万円 百万円 百万円

18年 3月期 3,283 476 △ 1,662 4,569

17年 3月期 2,968 △ 948 △ 1,725 2,466

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  11　社   持分法適用非連結子会社数　－　社   持分法適用関連会社数　－　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規）  －  社  （除外）  －  社   持分法（新規）  －  社  （除外）　－　社

２. 平成19年 3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　 　　　売　　上　　高 　　　　 経　常　利　益 　　当　期　純　利　益

百万円 百万円 百万円

中間期 17,000 2,050 1,000

通　　期 35,500 4,350 2,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）         60 円  80 銭

 ※　上記予想には、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、

 　　今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

 　　なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の8ﾍﾟｰｼﾞを参照して下さい。



大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

企業集団の状況 

 

(1) 当社の企業集団は、当社及び子会社13社で構成され、当グループが営んでいる主要な事業内容と、

当該事業に係る当社及び子会社の位置づけは、次のとおりであります。 

なお、下記の主要な事業内容と事業の種類別セグメント情報における事業区分内容とは同一であり

ます。 

計測制御機器事業 

会社名 事業の内容 

当社 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、監視制御装置、
タイムスイッチ及び光通信関連機器等の製造・販売 

大崎電気システムズ㈱ 配・分電盤等の製造・販売及び監視制御装置等の製造 

岩手大崎電気㈱ 電流制限器、タイムスイッチ、光通信関連機器等の製造 

大崎プラテック㈱ 電力量計、電流制限器の部品の製造 

大崎データテック㈱ 検針システム・機器の開発・販売 

日本マーレー㈱ 電力量計、配・分電盤、監視制御装置等の販売 

大崎テクノサービス㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の設置・修理等 

PT.METBELOSA 電力量計等の製造・販売 

OSAKI METER SALES,INC. 電力量計等の販売 

北海道大崎電気㈱ 配・分電盤、監視制御装置等の販売 

天津三達電気有限公司 電力量計等の製造・販売 

 

ＦＰＤ(フラットパネルディスプレイ)関連装置事業 

会社名 事業の内容 

大崎エンジニアリング㈱ FPD関連装置等の製造・販売 

㈱オー・イー・シー金沢 FPD関連装置等の組立・加工 

 

不動産事業 

会社名 事業の内容 

当社 不動産の賃貸 

大崎エステート㈱ 不動産の賃貸 
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(2) 事業の系統図は次のとおりであります。 

◎ 連結子会社 

修理等 

 
不動産賃貸 
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大崎電気工業㈱【連結】 

 

経 営 方 針 

 

１．経営の基本方針 

 当社は、「電力量計に代表されるエネルギーの計測・制御を起点として、積極的に新技術に

挑戦し、新しい価値を創造して顧客と社会に貢献する人間性豊かな企業をめざす」を企業理念

とし、企業価値の最大化を図るとともに社会から信頼される企業づくりを目指しております。 

 特に、製品開発に当たっては、電気料金メニューの多様化、ピークシフトをはじめとする負

荷の平準化等電力会社の顧客サービス拡充、コストダウン等の施策を支援する高性能電子式電

力量計の開発をはじめ、エネルギーの有効活用に資する幅広い機器・システムの開発を通し、

省エネ対策や地球温暖化問題の緩和に貢献してまいります。 

 また、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）やＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）を中心とした

ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）の製造実装システム分野におきましても引き続き注力

し、変革の激しいエレクトロニクス業界にあって時代のニーズを的確に捉え、一歩先を行く製

品の開発を目指してまいります。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営政策の一つとして位置づけており、株主の皆様

に対し安定的な配当を継続することを前提として、更に業績に応じた成果の配分を行うことを

基本方針としております。また、内部留保金につきましては、長期的な企業価値の拡大を目指

し、競争力強化のための研究開発投資や設備投資の原資とするとともに、今後の事業展開に有

効活用し業績の向上に努めてまいる所存であります。 

なお、当期の期末配当金につきましては一株当たり８円の普通配当金とし、中間配当金５円

と合わせて年間１３円の配当を実施する予定です。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流動性の向上と個人を含めた幅広い層の投資家の皆様が参加し易い株式環境

の整備が重要であると考えております。しかしながら、投資単位の引き下げにつきましては、

多額の費用が必要となることから株価水準、株式の需給環境及び市場の要請等を勘案し慎重に

検討する所存であります。 

 

４．目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 

当社は、株主資本の効率化を追求した経営を重視しており、中長期的な経営指標として株主

資本当期純利益率（ＲＯＥ）１０％以上を目標として努力する所存であります。「中期経営計

画」におきましては、グループの企業価値をより高めることを基本方針として下記の取り組み

を行うものであります。 
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（１）オール電化住宅の普及拡大に伴い新しい電気料金メニューを選択する家庭の増加により、

機械式電力量計からの移行が進みつつある電子式電力量計につきましては、需要の拡大に 

伴う競争激化を踏まえ積極的な資源配分を行い、機械式電力量計と同様の強固な事業基盤 

を構築しトップシェアの獲得を目指してまいります。さらに将来的には自動検針システム

をはじめとする総合的なエネルギー計測・管理システムの構築に取り組んでまいります。 

（２）通信事業につきましては、ブロードバンド通信時代の進展に伴い、光通信市場に向けた

ＤＷＤＭ（波長多重伝送方式）用光デバイスや市場が拡大しつつあるＦＴＴＨ（ファィバ・

トゥ・ザ・ホーム）用システム・機器等の新製品開発に注力し収益力の強化、拡大に取り

組んでまいります。 

（３）ＦＰＤ関連装置事業につきましては、薄型テレビの普及拡大に伴い当社の強みが発揮で

きるＰＤＰ製造装置市場が大きく拡大しており、今後の市場拡大が期待されるＩＣカード、

ＩＣタグ等のＲＦＩＤ（電波方式認識）製造装置と併せ、実装装置分野においては他社の

追随を許さないさらなる技術の開発、競争力の強化に努めてまいります。 

（４）海外事業につきましては、インドネシアに加え中国の子会社を生産拠点とし、それぞれ

の国内における市場シェアの獲得及び輸出の拡大を進めてまいります。 

 

５．対処すべき課題 

計測制御機器事業につきましては、当期からすべての高圧需要家が電力小売自由化の対象と

なるなど自由化の進展により電力業界は競合状況が厳しさを増しております。電力各社は設備

投資の抑制やコスト削減など経営効率化を進めており、当社におきましても厳しい経営環境が

続くものと思われます。 
一方、主力製品である電子式電力量計は、電力自由化に伴いコンビニエンスストア等の小売

りチェーン店が低圧電力契約から高圧電力契約に切り替える動きが見られるなど産業用電子式

電力量計の需要拡大に繋がっています。また、オール電化住宅等の普及により需要が拡大して

いる家庭用電子式電力量計につきましては、機械式計器から電子式計器への切り替えは全家庭

の３％を超えるまでに進展しており、今後はさらに本格的な需要拡大が見込まれます。         

喫緊の課題としては、競争力強化のため低価格かつ多機能で信頼性の高い製品の開発に注力

し売上高及びシェアの拡大を図ってまいります。中期的課題としては、電力量計のみならず自

動検針システムをはじめとする総合的なエネルギー計測・管理システムの構築に取り組んでま

いります。 
電力分野以外では、情報通信関連製品では電力系通信事業会社が再編成されるなど市場環境

が大きく変化しており競争状態も厳しさを増すと予想されますが、ＦＴＴＨ市場の拡大を捉え

収益力の向上に一層注力してまいります。また、省エネルギー時代に即したエネルギーソリュ

ーション分野の新規事業である「デマンド・マネジメント・サービス」は順調に売上高が拡大

しており引き続き顧客開拓を推進してまいります。 
さらに、電力分野でトップシェアを獲得しているハンディターミナル検針機器では、次世代

型検針システムの開発に全力で取り組むとともに、ガス、水道分野への事業拡大にも注力して

まいります。 
ＦＰＤ関連装置事業につきましては、薄型テレビは１インチ１万円を切る時代となり本格的

な普及期に入っており、主要顧客であるパネルメーカー各社は地上波デジタル放送への移行を 
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見込み積極的な設備投資を行っております。大型化・薄型化・高精度化に対応しニーズを先取

りした製造装置の生産技術の向上に努めるとともに、顧客の要望に即した生産システムの開発

により今後とも積極的に受注・販売の拡大に注力してまいります。また、今後市場の立ち上が

りが期待されるＩＣカード・ＩＣタグ等のＲＦＩＤ製造装置や半導体関連装置の開発に取り組

むなど、新たな事業領域の拡大に努める所存であります。 
 

６．親会社等に関する事項 

 当社は親会社を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

 

 

 

 

6



 

           大崎電気工業㈱【連結】 

経営成績及び財政状態 
 

１．経営成績 
（１）当期の概況 

当期のわが国経済は、企業収益の改善により製造業を中心に民間設備投資が拡大しており、

生産や個人消費の緩やかな増加に加え好調な輸出に支えられ景気は回復してまいりました。 

当社の経営環境は、計測制御事業におきましては、新設住宅着工件数は底堅く推移してい

ますが主要顧客である電力各社の設備投資は漸く増加に転じたとはいえ低水準にとどまって

おり、原油価格の高騰や素材価格の上昇により仕入れコストが増加するなど、未だ厳しさの

残る環境となっております。一方、ＦＰＤ関連装置事業におきましては薄型テレビの普及拡

大によりフラットパネル製造装置の受注環境は良好に推移してまいりました。 
このような経営環境のもとで、当社は原価低減活動を推進するなど経営効率化に取り組み、

全社をあげて業績の向上に努めてまいりました。 
連結売上高につきましては、計測制御機器事業の売上高が僅かに減少したものの、ＦＰＤ

関連装置事業は前期に続き売上高が増加したことにより、当期の連結売上高は前期比５．０％

増の３２１億８千万円となりました。 

利益面につきましては、各セグメントともに順調に推移し、売上高の増加に加え原価率の

改善等により利益は大幅に増加し営業利益は前期比３３．６％増の３９億５千万円となりま

した。また、経常利益は前期比３３．５％増の４０億２百万円となりました。当期純利益に

つきましては、当期は子会社の大崎電気システムズ株式会社に工場として賃貸していた土

地・建物等を同社に譲渡したこと等により固定資産売却損５億３千８百万円が発生しました

が投資有価証券売却益６億９百万円を計上したため、本社土地の売却に伴う固定資産売却損

１１億６千１百万円を特別損失として計上した前期に比べ８６．４％増の２０億６千６百万

円となりました。 

  

グループのセグメント別当期連結業績の状況は次の通りであります。 

(計測制御機器事業) 
計測制御機器事業は、主力製品である電子式電力量計等の増加により電力会社向け製品は

若干増加しましたが光通信関連製品等の一般市販向け製品が減少したため、当事業の売上高

は前期比１．０％減の２３０億７千１百万円となりました。営業利益につきましては、電子

式電力量計や計器用変成器等の生産が増加したこと等による原価率の改善もあり前期比１７．

８％増の２０億２千１百万円となりました。 

 

(ＦＰＤ関連装置事業) 
 ＦＰＤ関連装置事業は、薄型テレビの需要拡大によるパネルメーカー各社の旺盛な設備投

資によりＰＤＰ及びＬＣＤ製造装置の需要が大きく拡大したことから、当事業の売上高は前

期比２５．４％増の８７億１千８百万円となりました。営業利益は売上高の増加に加え原価

率の改善等により大幅に増加し前期比６６．２％増の１７億３百万円となりました。 
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(不動産事業) 
 不動産事業は、売上高は前期比０．４％減の４億９千９百万円でほぼ横這いとなりました

が、営業利益は前期比５．９％増の２億２千６百万円となりました。 

 

 なお、セグメント別売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高１億８百万円を含め

て表示しております。  
 
（２）次期の見通し 
  当社におきましては、今後も原材料価格等の上昇や競争激化に伴う販売価格の低下が予

想されるなど厳しい経営環境が続くものと思われます。 
こうした状況下ではありますが、薄型テレビの本格普及に伴いＦＰＤ関連装置の需要は

引き続き拡大基調にあり、また電子式電力量計につきましてはオール電化住宅の普及拡大

による家庭用電子式計器の需要拡大に加え、産業用電子式計器についても電力自由化に伴

いコンビニエンスストア等の小売りチェーン店等が低圧電力契約から高圧電力契約へと切

り替えを進めている状況にあることから需要は高い水準を維持するものと思われます。 
今後も新製品の投入等により販売活動を一層強化するとともに、引き続き生産革新活動

を推進し、経営体質の強化ならびに収益力の向上に努めたいと考えております。 
  次期の業績見通しにつきましては、ＦＰＤ関連装置事業の売上高のさらなる拡大が見込

まれるため連結業績での売上高及び経常利益は増加する見通しです。 
  

現時点での次期業績見通しは、次のとおりであります。 

  １．連 結 業 績 見 通 し   売 上 高  ３５，５００百万円（前期比１０．３％増） 
               経 常 利 益   ４，３５０百万円（ 〃  ８．７％増） 

当期純利益   ２，３００百万円（ 〃 １１．３％増） 
  ２．個 別 業 績 見 通 し   売 上 高  １９，０００百万円（前期比 １．２％増） 

経 常 利 益    ２，１５０百万円（ 〃  １．８％減） 
当期純利益   １，３５０百万円（ 〃  ４．４％減） 

 
（注意事項） 
 上記の業績見通しは、当社が現時点で得られた情報に基づいて算定した将来の予想であり、

不確実な要素を含んでいるため、実際の業績はこれらと異なる結果となり得ることをご承知

おき下さい。  
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２．財政状態 
（１）当期末の資産、負債、及び株主資本の状況 
   総資産       ４１，２３６百万円 （前期比 ７，４０６百万円増） 
   株主資本      ２３，２００百万円 （ 〃  ２，９１０百万円増） 
   株主資本比率      ５６．３％   （ 〃   ３．７ポイント減） 
 
 当期の財政状態は、前期と比較して期末の総資産は７４億６百万円増加しました。 
資産の部におきましては、現金及び預金が２１億２百万円、たな卸資産が４４億１千９百

万円、投資有価証券が１８億７千７百万円増加し、土地は売却により５億１千６百万円減少

しました。   
負債の部におきましては、社債２５億円を償還しましたが、支払手形及び買掛金２７億３

千９百万円や長期借入金１３億８千７百万円の増加等により負債合計は４０億８千１百万円

増加しました。 
また、資本の部におきましては、利益剰余金１５億７千４百万円、その他有価証券評価差

額金１３億５千３百万円の増加等により２９億１千万円増加しました。 
 
（２）キャッシュ・フローの状況                   

（単位：百万円） 
 前 期 当 期 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー ２，９６８ ３，２８３ ３１５ 

投資活動によるキャッシュ・フロー △９４８ ４７６ １，４２４ 

財務活動によるキャッシュ・フロー △１，７２５ △１，６６２ ６２ 

現金及び現金同等物の期末残高 ２，４６６ ４，５６９ ２，１０２ 

 
当期末の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ２１億２百万円増加して４５億

６千９百万円となりました。 
(ｲ)営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは、４０億２百万円の経常利益を確保したことに加え、

ＦＤＰ関連装置事業では来期引き渡しとなる大型物件の生産により、たな卸資産及び仕入れ

債務は大幅に増加しましたが、資金回収の早期化に取り組み受注金額の一部を前受金として

入金したため、３２億８千３百万円の資金増加となりました。 
(ﾛ)投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備更新等の設備投資を実施しましたが、投

資有価証券の売却による収入があったため４億７千６百万円の資金増加となりました。 
(ﾊ)財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いに加え、社債の償還２５億円につ

いては１５億円の長期借入金及び自己資金で充当したこと等により、１６億６千２百万円の

資金減少となりました。 
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この結果、有利子負債残高は前期末に比べ１２億９千８百万円減少して３９億１千７百万

円となりました。 
 

（３）キャッシュ・フロー指標のトレンド 
 平成１６年３月期 平成１７年３月期 平成１８年３月期 
自己資本比率（％）   ５６．５   ６０．０   ５６．３ 
時価ベースの自己資本比率（％） ６５．９ ７０．７  １２２．３ 
債務償還年数（年） １．６ １．８ １．２ 
インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ３５．９   ２９．１   ３７．１ 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 
   時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
＊各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

＊株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

＊営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー

を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って

いる全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書

の利息の支払額を使用しております。 

 
３．事業等のリスク 
当社ならびにグループ各社の経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクに

は以下のものがあります。 

(１)需要環境の変動によるリスク 

当社が製造している製品の市場（計測制御機器市場、ＦＰＤ製造装置市場）の予期せぬ

市場変動により製品の需要環境が変化する可能性があります。また、当社が製品を販売し

ている国や地域の経済状況の変動により製品の需要環境が変化する可能性があります。製

品需要環境の大きな変動による売上高の低下は当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

(２)原材料・部品の価格高騰及び入手難によるリスク 

当社は製品の製造のため外部から原材料、部品、組立外注品等を購入しておりますが、

これらは世界経済の状況や原料産出国の環境により価格の高騰や入手が困難となる事態が

おこらないという保証はありません。原材料・部品の価格高騰及び入手難は当社の業績及

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(３)株価変動によるリスク 

当社は投資有価証券７８億６千万円を保有しておりますが、株価の大幅な下落がおきた

場合に投資有価証券評価損が発生しないという保証はありません。大きな投資有価証券評

価損は当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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(４)不動産価格の変動によるリスク 

  当社は電気機械器具製造業、ＦＰＤ関連装置製造業及び不動産事業を行っており土地・

建物等の不動産を所有しておりますが、保有している不動産価格の下落は当社の業績及び

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。  

(５)製品の不具合によるリスク 

当社は極めて高い品質管理水準のもと製造を行っておりますが、将来に渡りすべての製

品やサービスにおいて、製品の不具合、サービス対応の不備によるリコールや顧客満足の

低下による販売数量の減少がおこらないという保証はありません。大規模なリコールや納

入停止につながるような製品の不具合は当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

(６)特定顧客への取引集中によるリスク 

  当社の主要製品である電力量計、電流制限器、計器用変成器、監視制御装置及びタイム

スイッチの主たる納入先は国内の１０電力会社となっております。電力各社に対する売上

高の合計は全売上高の半ばを占めております。売上高が特定の顧客に集中しているため取

引先との取引関係に変化があった場合は、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能

性があります。 
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対前連結会計年度
比較増減(△は減)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ

1 2,467 4,569 2,102

2 6,705 6,573 △ 131

3 3,579 7,999 4,419

4 467 545 77

5 617 638 20

6 △ 46 △ 57 △ 11

13,790 40.8 20,268 49.2 6,477

Ⅱ

(1) ※2

1 建物及び構築物 13,068 11,575

減価償却累計額 7,662 5,405 6,460 5,114 △ 290

2 機械装置及び運搬具 5,117 5,219

減価償却累計額 4,111 1,006 4,226 993 △ 12

3 土地 5,341 4,825 △ 516

4 建設仮勘定 9 14 5

5 その他 4,249 4,275

減価償却累計額 3,677 572 3,717 557 △ 14

12,335 36.4 11,506 27.9 △ 829

(2) 473 1.4 400 0.9 △ 72

(3)

1 投資有価証券 ※1 5,983 7,860 1,877

2 繰延税金資産 78 88 10

3 その他 ※1 1,178 1,120 △ 57

4 貸倒引当金 △ 8 △ 7 0

7,231 21.4 9,062 22.0 1,830

20,039 59.2 20,968 50.8 928

33,830 100 41,236 100 7,406

比較連結貸借対照表

前連結会計年度
(平成17年3月31日)

当連結会計年度
(平成18年3月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

（資産の部）

流動資産

現金及び預金

受取手形及び売掛金

たな卸資産

繰延税金資産

その他

貸倒引当金

 流動資産合計

固定資産

投資その他の資産

有形固定資産

 有形固定資産合計

大崎電気工業㈱【連結】

 資産合計

 投資その他の資産合計

 固定資産合計

無形固定資産
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対前連結会計年度
比較増減(△は減)

注記
番号

構成比
(％)

構成比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ

1 3,101 5,840 2,739

2 ※2 735 549 △ 185

3 2,500 － △ 2,500

4 341 1,288 947

5 714 721 6

6 ※3 2,463 3,441 977

9,856 29.1 11,841 28.7 1,985

Ⅱ

1 ※2 1,980 3,367 1,387

2 741 502 △ 238

3 122 137 14

4 178 89 △ 89

5 136 1,167 1,031

6 56 47 △ 9

3,215 9.5 5,311 12.9 2,096

13,071 38.6 17,153 41.6 4,081

468 1.4 882 2.1 414

Ⅰ 4,686 13.8 4,686 11.4 －

Ⅱ 4,768 14.1 4,768 11.6 －

Ⅲ 10,438 30.9 12,012 29.1 1,574

Ⅳ 1,021 3.0 2,374 5.8 1,353

Ⅴ △ 379 △ 1.1 △ 364 △ 0.9 15

Ⅵ ※6 △ 245 △ 0.7 △ 277 △ 0.7 △ 31

20,290 60.0 23,200 56.3 2,910

33,830 100 41,236 100 7,406

（負債の部）

前連結会計年度
(平成17年3月31日)

当連結会計年度
(平成18年3月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)

流動負債

支払手形及び買掛金

短期借入金

未払法人税等

一年以内償還予定の社債

賞与引当金

その他

為替換算調整勘定

自己株式

 流動負債合計

固定負債

少数株主持分

（資本の部）

 負債合計

（少数株主持分）

利益剰余金

その他有価証券評価差額金

資本金

資本剰余金

 固定負債合計

長期借入金

大崎電気工業㈱【連結】

 資本合計
 負債、少数株主持分
 及び資本合計

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

連結調整勘定

繰延税金負債

その他
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対前連結会計年度
比較増減(△は減)

注記
番号

百分比
(％)

百分比
(％)

金額(百万円)

Ⅰ 30,640 100 32,180 100 1,540

Ⅱ 20,797 67.9 21,407 66.5 610

9,843 32.1 10,772 33.5 929

Ⅲ ※1.2 6,885 22.5 6,822 21.2 △ 63

2,958 9.7 3,950 12.3 992

Ⅳ

1 5 3

2 74 82

3 － 18

4 91 89

5 46 217 0.7 82 276 0.9 58

Ⅴ

1 94 84

2 3 －

3 40 78

4 － 20

5 38 177 0.6 40 224 0.7 46

2,997 9.8 4,002 12.4 1,004

Ⅵ

1 ※３ 23 －

2 247 609

3 － 10

4 57 328 1.1 － 620 1.9 292

Ⅶ

1 ※４ 1,161 538

2 ※５ 38 32

3 75 －

4 4 30

5 ※６ － 1,280 4.2 118 720 2.2 △ 560

2,045 6.7 3,903 12.1 1,857

626 1,527

141 767 2.5 14 1,542 4.8 774

169 0.6 293 0.9 124

1,109 3.6 2,066 6.4 957

為替差益

ﾀｰﾑﾛｰﾝ費用

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

少数株主利益

特別損失

固定資産売却損

固定資産除却損

固定資産売却益

投資有価証券売却益

当期純利益

投資有価証券評価損

ゴルフ会員権等評価損

減損損失

税金等調整前当期純利益

新株引受権戻入益

ゴルフ会員権等売却益

為替差損

雑損失

経常利益

特別利益

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾗｲﾝ費用

連結調整勘定償却額

雑収入

営業外費用

支払利息

営業外収益

受取利息

受取配当金

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

売上原価

比較連結損益計算書

区分

売上高

大崎電気工業㈱【連結】
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対前連結会計年度
比較増減(△は減)

注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 4,768 4,768 －

Ⅱ 4,768 4,768 －

Ⅰ 9,757 10,438 681

Ⅱ

1,109 1,109 2,066 2,066 957

Ⅲ

1 378 435

2 48 57

(5) 427 (5) 492 64

Ⅳ 10,438 12,012 1,574利益剰余金期末残高

利益剰余金減少高

役員賞与

 (うち監査役賞与)

（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高

利益剰余金増加高

 当期純利益

配当金

比較連結剰余金計算書

（資本剰余金の部）

資本剰余金期首残高

資本剰余金期末残高

大崎電気工業㈱【連結】

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円)
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連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成16年４月１日 (自　平成17年４月１日

  至　平成17年３月31日)   至　平成18年３月31日)

注記

番号

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,045 3,903

減価償却費 810 822

減損損失 ― 118

貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 21 9

賞与引当金の増加額(△減少額) 32 6

退職給付引当金の増加額(△減少額) △ 211 △ 239

受取利息及び受取配当金 △ 80 △ 86

支払利息 94 84

固定資産売却益 △ 23 ―

固定資産売却損 1,161 538

固定資産除却損 38 32

投資有価証券売却益 △ 247 △ 609

投資有価証券評価損 75 ―

新株引受権戻入益 △ 57 ―

ゴルフ会員権等売却益 ― △ 10

ゴルフ会員権等評価損 4 30

売上債権の減少額(△増加額) 265 136

たな卸資産の減少額(△増加額) 182 △ 4,399

仕入債務の増加額(△減少額) △ 54 2,346

前受金の増加額（△減少額） ― 1,422

その他 245 △ 277

小計 4,261 3,827

利息及び配当金の受取額 80 86

利息の支払額 △ 102 △ 88

法人税等の支払額 △ 1,270 △ 542

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,968 3,283

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 981 △ 599

有形固定資産の売却による収入 55 15

無形固定資産の取得による支出 △ 174 △ 49

投資有価証券の取得による支出 ― △ 197

投資有価証券の売却による収入 392 1,272

その他 △ 239 33

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 948 476

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額(△減少額) △ 1,225 △ 158

長期借入れによる収入 474 1,500

長期借入金の返済による支出 △ 679 △ 149

社債の償還による支出 ― △ 2,500

少数株主からの払込みによる収入 108 131

自己株式の取得による支出 △ 12 △ 31

配当金の支払額 △ 379 △ 435

その他 △ 10 △ 19

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,725 △ 1,662

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 7 5

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 287 2,102

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,179 2,466

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,466 4,569

金額(百万円)

大崎電気工業㈱【連結】

区分 金額(百万円)
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   11社 

主要な連結子会社の名称 

「企業集団の状況」に記載しているため省略して

おります。 

(2) 主要な非連結子会社名 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   11社 

主要な連結子会社の名称 

同  左 

 

(2) 主要な非連結子会社名 

同  左 

 

(連結の範囲から除いた理由) 

同  左 

 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社数 

                 ―社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社または関連会社数 

                  ―社 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

北海道大崎電気株式会社 

天津三達電気有限公司 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体とし

ても重要性がないため、これらの会社に対する投資

については、持分法を適用せず原価法により評価し

ております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のう

ち主要な会社等の名称 

        同  左 

 

（持分法を適用しない理由） 

        同  左 

 

(3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の

計算において所有しているにもかかわらず関連会社

としなかった当該他の会社等の名称 

株式会社キューキ 

東北計器工業株式会社 

（関連会社としなかった理由） 

当社は上記２社の議決権の27％、20％を所有してお

りますが、２社は、それぞれ、九州電力株式会社、

東北電力株式会社の各子会社であること、２電力会

社向けの製品については、各電力会社の発注に基づ

き上記２社を経由して受注している関係にあること

から、当社は上記２社の財務及び営業または事業の

方針の決定に対して重要な影響を与えることはでき

ないと認められるためであります。 

(3) 他の会社等の議決権の20％以上、50％以下を自己の

計算において所有しているにもかかわらず関連会社

としなかった当該他の会社等の名称 

同  左 

 

（関連会社としなかった理由） 

同  左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、PT. METBELOSA及びOSAKI METER 

SALES, INC.の決算日は12月31日でありますが、連結

財務諸表の作成にあたっては同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同  左 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

主として移動平均法による原価法によっており

ます。(個別受注生産品については個別法による

原価法によっております。) 

ｂ 原材料、貯蔵品 

主として移動平均法による原価法によっており

ます。 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法によ

っております。(評価差額は、全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております。) 

時価のないもの 

     移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する

組合への出資（証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じて入手可

能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。 

③デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

  時価法によっております。          

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①たな卸資産 

ａ 製品、仕掛品 

同  左 

 

 

ｂ 原材料、貯蔵品 

同  左 

 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同  左 

 

 

 

時価のないもの 

     同  左 

 

 

 

 

 

 

③デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

          同  左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、主として定率法を採

用しております。ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物付属設備は除く)については定

額法によっております。 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

在外連結子会社は主として定額法を採用しており

ます。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

同  左 

 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

っております。 

②無形固定資産 

同  左 

③長期前払費用 

均等償却をしております。 

③長期前払費用 

同  左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同  左 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

②賞与引当金 

従業員賞与の支払いに備えるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主

として10年)による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

④役員退職慰労引当金 

連結子会社１社については、役員の退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

②賞与引当金 

同  左 

 

③退職給付引当金 

同  左 

 

 

 

 

 

 

 

④役員退職慰労引当金 

同  左 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社の資産及び負債並び

に収益及び費用は、在外子会社の決算日における直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含

めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

同  左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同  左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、特例処理の要件を満たし

ている場合は特例処理を採用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

同  左 

 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段)金利スワップ 

(ヘッジ対象)借入金の利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同  左 

 

 ③ヘッジ方針 

当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対

象の識別は個別契約毎に行っております。 

③ヘッジ方針 

同  左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を満たしておりま

すので、有効性の評価を省略しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同  左 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

       同  左 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同  左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。

ただし、金額が僅少な場合には一括償却しておりま

す。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

利益処分又は損失処理の取扱方法 

連結会計年度中に確定した利益処分または損失処

理に基づいております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同  左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同  左 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

（会計処理の変更） 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

            ―――   （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度から｢固定資産の減損に係る会計基

準｣（｢固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書｣（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び｢固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針｣（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号）を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が118百万円減少

しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

（表示方法の変更） 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 （連結貸借対照表） 

｢証券取引法等の一部を改正する法律｣（平成16年法律第

97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月１

日より適用となること及び｢金融商品会計に関する実務

指針｣（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15

日付で改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資

事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）

を投資有価証券として表示する方法に変更しました。 

なお、当連結会計年度の｢投資有価証券｣に含まれる当該

出資の額は69百万円であり、前連結会計年度における投

資その他の資産の｢その他｣に含まれている当該出資の額

は129百万円であります。 

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

当連結会計年度から｢投資有価証券の取得による支出｣

（当連結会計年度△1百万円）は、金額が僅少となったた

め、投資活動のキャッシュ・フローの｢その他｣に含めて

表示しております。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの｢その他｣に含めて表示しておりました｢前受金

の増加額｣（前連結会計年度15百万円）は、当連結会計年

度において区分掲記しております。 

前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・

フローの｢その他｣に含めて表示しておりました｢投資有

価証券の取得による支出｣（前連結会計年度△1百万円）

は、当連結会計年度において区分掲記しております。 

 

 

 
 
 
（追加情報） 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

｢地方税法等の一部を改正する法律｣（平成15年法律第

９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当連結会計年度から｢法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い｣（平成16年２月13日 企業会計

基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が56百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、56

百万円減少しております。 

           ――― 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。 
投資有価証券(株式) 28百万円
投資その他の資産「その他」 
(出資金) 

229 
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。 
投資有価証券(株式) 28百万円
投資その他の資産「その他」 
(出資金) 

229 
 

 
※２ 担保資産 

 根抵当権 

資産の種類 
帳簿価額 
(百万円) 

対応する債務の金額
(百万円) 

土地 2,415 短期借入金 304

建物 1,461 長期借入金 1,980

計 3,877 計 2,285 

 
※２ 担保資産 

根抵当権 

資産の種類 
帳簿価額
(百万円)

対応する債務の金額
(百万円) 

土地 2,316 短期借入金 101

建物 1,349 長期借入金 1,716

計 3,665 計 1,818
 

 
※３ 一部仕入先等への支払方法を手形から一括ファ

クタリングシステムによる支払に移行しており、
流動負債の「その他」にはファクタリング方式に
より振替えた仕入債務等の未払額が931百万円含
まれております。 

 
※３ 一部仕入先等への支払方法を手形から一括ファク

タリングシステムによる支払に移行しており、流
動負債の「その他」にはファクタリング方式によ
り振替えた仕入債務等の未払額が554百万円含ま
れております。 

  
４ 偶発債務 
  (1)連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

に対し、債務保証を行っております。 
北海道大崎電気㈱ 23百万円

(2)売掛金債権流動化による譲渡高  32百万円 

  
４ 偶発債務 

  (1)連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に
対し、債務保証を行っております。 
北海道大崎電気㈱ 20百万円

   (2)売掛金債権流動化による譲渡高   14百万円 
  

５ 当社及び連結子会社１社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント

契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける貸出コミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。 
 
 貸出コミットメントの総額   4,000 百万円

 借入実行残高 200  

差引額 3,800 百万円
 

５ 当社及び連結子会社１社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント

契約を締結しております。当連結会計年度末にお

ける貸出コミットメント契約に係る借入未実行

残高等は次のとおりであります。 
 
 貸出コミットメントの総額   6,000 百万円

 借入実行残高 －  

差引額 6,000 百万円
 

 
※６ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する自己株式の数は、以下のとお

りであります。 
普通株式 688,711株

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式
38,550,684株であります。 

 
※６ 自己株式の保有数 
   連結会社が保有する自己株式の数は、以下のとお

りであります。 
普通株式 723,015株

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式
38,550,684株であります。 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の
とおりであります。 
従業員給料手当・賞与 2,168百万円
賞与引当金繰入額 309 
退職給付費用 113 
役員退職慰労引当金繰入額 17 
貸倒引当金繰入額 3 
減価償却費 102 
研究開発費 964 

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の
とおりであります。 
従業員給料手当・賞与 2,181百万円
賞与引当金繰入額 306 
退職給付費用 115 
役員退職慰労引当金繰入額 14 
貸倒引当金繰入額 10 
減価償却費 134 
研究開発費 947 

 
 
※２ 研究開発費の総額は964百万円であり、一般管理費

に計上しております。 
 

 
※２ 研究開発費の総額は947百万円であり、一般管理費

に計上しております。 

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地 22百万円

機械装置及び運搬具 1 

計 23百万円
 

※３         ――― 

 

  

 
 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

土地 1,161百万円
 

 

※４ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 125百万円

土地 412 

計 538百万円
 

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 4百万円

機械装置及び運搬具 18 

その他 15 

計 38百万円
 

 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 9 

その他 22 

計 32百万円
 

 
※６         ――― 

 

※６ 減損損失 

   当社グループは、以下の資産について減損損失を

計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休資産 建物 千葉県長柄町 20

遊休資産 土地 長野県軽井沢町 5

遊休資産 土地 神奈川県葉山町 92

 計  118

    当社グループは、事業用資産については製品グ

ループを基礎とし、賃貸用資産、遊休資産につい

ては個別物件毎に、グルーピングしております。

遊休資産については今後の利用計画がなく、土

地の市場価格が著しく下落しているため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として特別損失に計上しております。 

    なお、回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、土地については路線価による評価額又

は取引事例価格等を参考にして評価しておりま

す。また、建物については備忘価格をもって評価

しております。 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,467百万円 

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 

△0 

現金及び現金同等物 2,466百万円 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 4,569百万円 

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 

      ― 

現金及び現金同等物 4,569百万円 
 

 

 

 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

有価証券 

 
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

 

  
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 2,751 4,352 1,600

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 473 735 262

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 3,224 5,087 1,863

(1) 株式 715 574 △141

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 715 574 △141

合計 3,940 5,662 1,721

（注）表中の｢取得原価｣は減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において 23 百万円減損処理しております。 
 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

 

売却額 
(百万円) 

売却益の合計 
(百万円) 

売却損の合計 
(百万円) 

454 247 ― 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券(平成17年３月31日) 

 
 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

その他有価証券  

 非上場株式 223 

 投資事業組合出資 69 

合計 292 

（注）当連結会計年度において52百万円減損処理しております。 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

有価証券 

 
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

 

  
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 3,343 7,357 4,014

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 16 37 20

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 3,360 7,395 4,034

(1) 株式 184 153 △30

(2) 債券 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 184 153 △30

合計 3,544 7,548 4,004

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 
 

売却額 
(百万円) 

売却益の合計 
(百万円) 

売却損の合計 
(百万円) 

1,198 609 ― 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券(平成18年３月31日) 

 

 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券  

 非上場株式 224 

 投資事業組合出資 58 

合計 283 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

(デリバティブ取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

 ①取引の内容及び利用目的等 

当社グループは、変動金利の借入金を固定金利の

借入金に換えるため、金利スワップ取引を行ってお

ります。 

１ 取引の状況に関する事項 

 ①取引の内容及び利用目的等 

同  左 

 ②取引に対する取組方針 

金利関連のデリバティブ取引については、現在、

変動金利を固定金利に変換する目的で金利スワッ

プ取引を利用しているのみであり、投機目的の取引

及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行

わない方針であります。 

 ②取引に対する取組方針 

同  左 

 ③取引に係るリスクの内容 

金利関連における金利スワップ取引においては、

市場金利の変動による市場リスクを有しておりま

す。 

当社のデリバティブ取引の契約先は、信用度の高

い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

るいわゆる信用リスクは、ほとんどないと認識して

おります。 

 ③取引に係るリスクの内容 

同  左 

 ④取引に係るリスク管理体制 

金利関連のデリバティブ取引の実行及び管理は、

経理部が行っております。 

 ④取引に係るリスク管理体制 

同  左 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

（百万円） 
対象物 

の種類 
種類 契約額等 時価 評価損益

金利 
金利スワップ取引 

受取変動・支払固定
350 △8 △8

 （注）1.時価は、取引先金融機関から提示された 
価格等に基づき算定しております。 

    2.ヘッジ会計を適用しているものについては、

開示の対象から除いております。 
 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

（百万円） 
対象物

の種類
種類 契約額等 時価 評価損益

金利
金利スワップ取引 

受取変動・支払固定
350 0 0

 （注）1.時価は、取引先金融機関から提示された 
価格等に基づき算定しております。 

    2.ヘッジ会計を適用しているものについては、

開示の対象から除いております。 
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大崎電気工業㈱【連結】 
 

 

(退職給付関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社の一部では、確定給付型の
制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及
び総合設立型厚生年金基金制度を設けております。
また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う
場合があります。なお、国内連結子会社の一部では、
中小企業退職金共済制度に加入しております。 

  当社におきましては、平成11年10月に退職一時金制
度から適格退職年金制度への移行を完了しておりま
す。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
同  左 

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 
イ 退職給付債務 △3,266百万円

ロ 年金資産 2,302 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △963 

ニ 未認識数理計算上の差異 222 

ホ 連結貸借対照表計上額純額 △741 

ヘ 退職給付引当金 △741百万円

(注) １ 子会社の一部は、退職給付債務の算定に
当たり、簡便法を採用しております。 

２ 厚生年金基金を含めておりません。なお、
年金資産の額は4,006百万円であります。

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 
イ 退職給付債務 △3,286百万円

ロ 年金資産 3,126 

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △160 

ニ 未認識数理計算上の差異 △341 

ホ 連結貸借対照表計上額純額 △502 

ヘ 退職給付引当金 △502百万円

(注) １ 子会社の一部は、退職給付債務の算定に
当たり、簡便法を採用しております。 

         ２ 厚生年金基金を含めておりません。なお、
年金資産の額は5,085百万円であります。

３ 退職給付費用に関する事項(平成16年４月１日から
平成17年３月31日まで) 
イ 勤務費用 188百万円

ロ 利息費用 83 

ハ 期待運用収益 △49 

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 61 

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 283百万円
 
(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退

職給付費用は、勤務費用に含めておりま
す。 

２ 適格退職年金に対する従業員拠出額は
勤務費用から控除しております。 

３ 厚生年金基金を含めておりません。な
お、基金への拠出額は149百万円であり
ます。 

４ 中小企業退職金共済制度への拠出額は
32百万円であります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項(平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで) 
イ 勤務費用 186百万円

ロ 利息費用 64 

ハ 期待運用収益 △46 

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 43 

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 247百万円
 
(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退

職給付費用は、勤務費用に含めておりま
す。 

２ 適格退職年金に対する従業員拠出額は
勤務費用から控除しております。 

３ 厚生年金基金を含めておりません。な
お、基金への拠出額は224百万円であり
ます。 

４ 中小企業退職金共済制度への拠出額は
33百万円であります。 

 
４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 
ポイント
基準 

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 2.5％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 
主として
10年

  (発生時の翌連結会計年度から定額法により
費用処理することとしております。) 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 
ポイント
基準 

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 2.0％

ニ 数理計算上の差異の処理年数 
主として
10年

  (発生時の翌連結会計年度から定額法により
費用処理することとしております。) 
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(税効果会計関係) 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

退職給付引当金 283百万円

賞与引当金 291 

ゴルフ会員権等 227 

たな卸資産 112 

繰越欠損金 65 

投資有価証券 54 

その他 312 

繰延税金資産小計 1,347 

評価性引当額 △232 

繰延税金資産合計 1,115 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △700 

その他 △4 

繰延税金負債合計 △705 

繰延税金資産の純額 409百万円

 
 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

賞与引当金 293百万円

ゴルフ会員権等 230 

退職給付引当金 184 

繰越欠損金 120 

未払事業税 107 

未払費用 92 

たな卸資産 86 

役員退職慰労引当金 56 

その他 243 

繰延税金資産小計 1,415 

評価性引当額 △313 

繰延税金資産合計 1,101 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △1,629 

その他 △5 

繰延税金負債合計 △1,635 

繰延税金負債の純額 △533百万円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

23,292 6,951 396 30,640 ― 30,640

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 ― 105 107    (107) ―

計 23,294 6,951 501 30,748 (107) 30,640

  営業費用 21,579 5,926 287 27,793 (110) 27,682

  営業利益 1,715 1,025 213 2,954 3 2,958

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出 

  

  資産 22,960 4,628 6,241 33,830 ― 33,830

  減価償却費 626 50 132 810 ― 810

  資本的支出 629 510 1,157 2,297    (1,152) 1,144

(注) １ 事業区分の方法 

     当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品（役務の提供を含む） 

事業区分 主要製品 

計測制御機器事業 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電
盤、監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連
機器、検針システム 

ＦＰＤ関連装置事業 
TAB実装装置、COG実装装置、液晶検査装置、PDP
実装装置 

不動産事業 不動産の賃貸 

 
 ３ 不動産事業の資本的支出のうち 1,152 百万円は計測制御機器事業からの振替であります。 
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当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 

区分 
計測制御 
機器事業 
(百万円) 

FPD関連 
装置事業 
(百万円) 

不動産 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

23,069 8,718 392 32,180 ― 32,180

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1 ― 106 108    (108) ―

計 23,071 8,718 499 32,289    (108) 32,180

  営業費用 21,050 7,014 272 28,338    (108) 28,230

  営業利益 2,021 1,703 226 3,950 ― 3,950

Ⅱ 資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 

  

  資産 25,372 9,889 6,024 41,285    (48) 41,236

  減価償却費 636 58 127 822 ― 822

  減損損失 25 ― 92 118 ― 118

  資本的支出 468 129 18 616 ― 616

(注) １ 事業区分の方法 

     当社の事業区分は、製品の種類・性質等の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品（役務の提供を含む） 

事業区分 主要製品 

計測制御機器事業 
電力量計、電流制限器、計器用変成器、配・分電
盤、監視制御装置、タイムスイッチ、光通信関連
機器、検針システム 

ＦＰＤ関連装置事業 
TAB実装装置、COG実装装置、液晶検査装置、PDP
実装装置 

不動産事業 不動産の賃貸 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割

合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割

合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,028 359 4,387 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 32,180 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5 1.1 13.6 

１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する主な国又は地域 
 （1）アジア･････中国、インドネシア、他 
 （2）その他･････北米、他 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで) 

該当事項はありません。 
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